
補助ワークブック 3 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック【夏祭り２】    No.3bw077 
健（ケン）、涼（リョウ）そしてトムはみどり市の夏祭りに来ています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken: Look! Yumi and Mai are coming. 
Yumi: Hello. Are you having a good time? 
Ryo: Yes, we are. 
Tom: Your dresses are very beautiful. What do you call them? 
Mai: We call them yukata. We wear it for the festival. 
Yumi: Let’s go to the center in the park. Fireworks will start! 
Ken: Yes. I like fireworks. 
 
Tom: Wow! They are beautiful.  

What do you call fireworks in Japanese? 
Mai: Hanabi. Hanabi makes us happy. 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．健（ケン）、涼（リョウ）、トムの 3 人は、夏祭りを楽しんでいますか。 
                    （           ） 
２．由美（ユミ）と舞（マイ）は何を着ていますか。 
                    （            ） 
３．どこで、花火が始まりますか。 
                    （           ） 
４．花火を見ているとどのような気持ちになると舞（マイ）は言っていますか。 
                    （           ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
have a good time 楽しいひと時を過ごす   dress 服   wear 着る 
festival  祭り   center  中心   firework  花火   start  始まる 
Japanese  日本語   make  ～を･･･の状態にする 
 
 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw078
健（ケン）、涼（リョウ）そしてトムはみどり市の夏祭りに来ています。その会話文を読

んで、後の問に答えなさい。 
 
Ken: Look! Yumi and Mai are coming. 
Yumi: Hello. Are you having a good time? 
Ryo: Yes, we are. 
Tom: Your dresses are very beautiful.  

What do you [ are,  call,  have ] them? 
Mai: We call them yukata. We wear it for the festival. 
Yumi: Let’s go to the center in the park. Fireworks will start! 
Ken: Yes. I like fireworks. 
 
Tom: Wow! They are beautiful.  

(               ) do you call fireworks in Japanese? 
Mai: Hanabi. Hanabi makes [ we,  our,  us ] happy. 
 
問１［   ］内の中から正しい語を選び、○でかこみましょう。 
問２（   ）の中に正しい語句を書きましょう。 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

んで（   ）に入る語句を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 
 
Ken: Look! Yumi and Mai are coming. 
Yumi: Hello. (                                       ) 
Ryo: Yes, we are. 
Tom: Your dresses are very beautiful.  

What do you call them? 
Mai: (                                  ) We wear it for the festival. 
Yumi: Let’s go to the center in the park. Fireworks will start! 
Ken: Yes. I like fireworks. 
 
Tom: Wow! They are beautiful.  

(                                           ) 
Mai: Hanabi. Hanabi makes us happy. 
 

 
We call them yukata.  
Are you having a good time? 
What do you call fireworks in Japanese? 
 



Step３  表現しよう                       No.3bw079 
トムは、日本で初めて行った夏祭りについて、オーストラリアにいる友人のマイクにメ

ールを送ります。トムになったつもりで次のメモを参考にして（       ）に適

切な英語を書き、完成させましょう。語句も利用してください。始めと終わりの英語は

書いています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Mike, 

I (             ) to Midori City Summer Festival  
with Ken and Ryo. 

We had a (            ) time. 

We met Yumi and Mai there.   
Their dresses are very (                 ). 

They (            ) them yukata. 

We watched fireworks.  
They (            ) fireworks hanabi in Japanese. 

Hanabi (            )(            ) happy. 

See you later. 

Tom 

 

メモ 
• みどり市の夏祭りに健（ケン）、涼（リョ

ウ）と行った 
• 楽しいひと時を過ごした。 
• そこで由美（ユミ）と舞（マイ）と出会っ

た 
• 由美（ユミ）と舞（マイ）の服はとても美

しかった 
• それらを、ゆかたと呼んでいる 
• Fireworks を見た 
• Fireworks を日本語で花火を呼ぶ 
• 花火は、幸せな気持ちにさせてくれる 

語句 
Midori City Summer Festival 
みどり市の夏祭り 

have a good time  
楽しいひと時を過ごす    

dress 服   wear 着る 
festival  祭り   center  中心 
firework  花火   start  始まる 
Japanese  日本語    
make  ～を･･･の状態にする 
 



Step４  表現しよう                        No.3bw080 
トムは、日本で初めて行った夏祭りについて、オーストラリアにいる友人のマイクにメ

ールを送ります。トムになったつもりで次のメモを参考にして英語を書き、完成させま

しょう。語句も利用してください。始めと終わりの英語は書いています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Mike, 

 

 

 

 

 

 

See you later. 

Tom 
 

 

メモ 
• みどり市の夏祭りに健（ケン）、涼（リョ

ウ）と行った 
• 楽しいひと時を過ごした。 
• そこで由美（ユミ）と舞（マイ）と出会っ

た 
• 由美（ユミ）と舞（マイ）の服はとても美

しかった 
• それらを、ゆかたと呼んでいる 
• Fireworks を見た 
• Fireworks を日本語で花火を呼ぶ 
• 花火は、幸せな気持ちにさせてくれる 

語句 
Midori City Summer Festival 
みどり市の夏祭り 

have a good time  
楽しいひと時を過ごす    

dress 服   wear 着る 
festival  祭り   center  中心 
firework  花火   start  始まる 
Japanese  日本語    
make  ～を･･･の状態にする 
 



補助ワークブック 3 年 
日常生活につながる自己表現ワークブック【夏祭り２】    No.3bw077 
健（ケン）、涼（リョウ）そしてトムはみどり市の夏祭りに来ています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 
Ken: Look! Yumi and Mai are coming. 
Yumi: Hello. Are you having a good time? 
Ryo: Yes, we are. 
Tom: Your dresses are very beautiful. What do you call them? 
Mai: We call them yukata. We wear it for the festival. 
Yumi: Let’s go to the center in the park. Fireworks will start! 
Ken: Yes. I like fireworks. 
 
Tom: Wow! They are beautiful.  

What do you call fireworks in Japanese? 
Mai: Hanabi. Hanabi makes us happy. 
 
 
ポイントを確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えなさい。 
 
１．健（ケン）、涼（リョウ）、トムの 3 人は、夏祭りを楽しんでいますか。 
                    （     はい    ） 
２．由美（ユミ）と舞（マイ）は何を着ていますか。 
                    （     ゆかた   ） 
３．どこで、花火が始まりますか。 
                    （    公園の中央    ） 
４．花火を見ているとどのような気持ちになると舞（マイ）は言っていますか。 
                    （   幸せな気持ち   ） 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
have a good time 楽しいひと時を過ごす   dress 服   wear 着る 
festival  祭り   center  中心   firework  花火   start  始まる 
Japanese  日本語   make  ～を･･･の状態にする 
 
 

解答 



Step２ ① 文のしくみを理解しよう                No.3bw078
健（ケン）、涼（リョウ）そしてトムはみどり市の夏祭りに来ています。その会話文を読

んで、後の問に答えなさい。 
 
Ken: Look! Yumi and Mai are coming. 
Yumi: Hello. Are you having a good time? 
Ryo: Yes, we are. 
Tom: Your dresses are very beautiful.  

What do you [ are,  call,  have ] them? 
Mai: We call them yukata. We wear it for the festival. 
Yumi: Let’s go to the center in the park. Fireworks will start! 
Ken: Yes. I like fireworks. 
 
Tom: Wow! They are beautiful.  

(     What    ) do you call fireworks in Japanese? 
Mai: Hanabi. Hanabi makes [ we,  our,  us ] happy. 
 
問１［   ］内の中から正しい語を選び、○でかこみましょう。 
問２（   ）の中に正しい語句を書きましょう。 
 
 
Step２ ② 全体の流れを理解しよう 
英語の授業でトムがガイドブックを見せながらトムの町を紹介します。その会話文を読

んで（   ）に入る語句を下の枠の中から選び、英文を完成させましょう。 
 
Ken: Look! Yumi and Mai are coming. 
Yumi: Hello. (        Are you having a good time?         ) 
Ryo: Yes, we are. 
Tom: Your dresses are very beautiful.  

What do you call them? 
Mai: (      We call them yukata.       ) We wear it for the festival. 
Yumi: Let’s go to the center in the park. Fireworks will start! 
Ken: Yes. I like fireworks. 
 
Tom: Wow! They are beautiful.  
(     What do you call fireworks in Japanese?      ) 
Mai: Hanabi. Hanabi makes us happy. 
 

 
We call them yukata.  
Are you having a good time? 
What do you call fireworks in Japanese? 
 

解答 



Step３  表現しよう                       No.3bw079 
トムは、日本で初めて行った夏祭りについて、オーストラリアにいる友人のマイクにメ

ールを送ります。トムになったつもりで次のメモを参考にして（       ）に適

切な英語を書き、完成させましょう。語句も利用してください。始めと終わりの英語は

書いています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Mike, 

I (    went   ) to Midori City Summer Festival  
with Ken and Ryo. 

We had a (    good    ) time. 

We met Yumi and Mai there.   
Their dresses are very (   beautiful   ). 

They (     call      ) them yukata. 

We watched fireworks.  
They (     call      ) fireworks hanabi in Japanese. 

Hanabi (    makes   )(     us    ) happy. 

See you later. 

Tom 

 

メモ 
• みどり市の夏祭りに健（ケン）、涼（リョ

ウ）と行った 
• 楽しいひと時を過ごした。 
• そこで由美（ユミ）と舞（マイ）と出会っ

た 
• 由美（ユミ）と舞（マイ）の服はとても美

しかった 
• それらを、ゆかたと呼んでいる 
• Fireworks を見た 
• Fireworks を日本語で花火を呼ぶ 
• 花火は、幸せな気持ちにさせてくれる 

語句 
Midori City Summer Festival 
みどり市の夏祭り 

have a good time  
楽しいひと時を過ごす    

dress 服   wear 着る 
festival  祭り   center  中心 
firework  花火   start  始まる 
Japanese  日本語    
make  ～を･･･の状態にする 
 

解答 



Step４  表現しよう                        No.3bw080 
トムは、日本で初めて行った夏祭りについて、オーストラリアにいる友人のマイクにメ

ールを送ります。トムになったつもりで次のメモを参考にして英語を書き、完成させま

しょう。語句も利用してください。始めと終わりの英語は書いています。 
 
 

 

 

 

 

 

Hi Mike, 

I went to Midori City Summer Festival with Ken and Ryo. 

We had a good time. 

We met Yumi and Mai.   Their dresses were very beautiful. 

They call them yukata. 

We watched fireworks. They call fireworks hanabi in Japanese. 

Hanabi makes us happy. 

See you later. 

Tom 

 

メモ 
• みどり市の夏祭りに健（ケン）、涼（リョ

ウ）と行った 
• 楽しいひと時を過ごした。 
• そこで由美（ユミ）と舞（マイ）と出会っ

た 
• 由美（ユミ）と舞（マイ）の服はとても美

しかった 
• それらを、ゆかたと呼んでいる 
• Fireworks を見た 
• Fireworks を日本語で花火を呼ぶ 
• 花火は、幸せな気持ちにさせてくれる 

語句 
Midori City Summer Festival 
みどり市の夏祭り 

have a good time  
楽しいひと時を過ごす    

dress 服   wear 着る 
festival  祭り   center  中心 
firework  花火   start  始まる 
Japanese  日本語    
make  ～を･･･の状態にする 
 

解答例 


